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[要 約] 

本事業では、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っている欧州機械産業の現状と展望について

Web・文献・ヒアリング調査を実施した。Ⅰ章では、EU 機械産業の競争力強化を図る全体

的な政策枠組み構築の動きをまとめた。Ⅱ章ではセクター別の 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、現状と課題、競

争力強化政策の枠組み、研究開発及びイノベーションの観点から現在の動向を明らかにし

た。Ⅲ章では、EU 主要機械産業の競争力を支えるハイテク付加価値製品分野にとって重要

な希少資源の確保に向けた EU の戦略的取り組みの動きをまとめた。 

 

 

Ⅰ. 欧州の機械産業の現状と課題 

１．欧州機械産業の主なトレンドと経済危機 

欧州機械産業の現状を把握するため、一般機械産業と電気電子機械産業を中心とした

近の動向について、産業構造、雇用の特徴、投資・生産性・利益率、対外貿易の側面から

主なトレンドや経済危機の影響をまとめた。 

 

２．競争力強化に向けた政策的課題 

欧州機械産業全体の競争力の現状と課題を明らかにする観点から、生産性や輸出からみ

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競争力強

化を図る政策枠組み構築の動きをまとめた。 

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

ており、同産業の発展を促すための欧州レベルの適切な政策的枠組みが必要とされている。

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すことで、機械産業は投資やイノ

ベーションが促され、成長と雇用創出に対して大きな貢献ができる。今後は、こうした観

点から、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

動きが本格化する見通しである。 

例えば、機械製品の安全性やイノベーション、域内市場の確立に寄与してきた機械指令

が改訂され、運用面の簡素化、明確化、新規定の導入、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。 

また、欧州機械産業が、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、
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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となっている。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、市場監視が強

化される。この市場監視機能強化のための加盟国共通のアプローチは、EU の新たな競争力

強化戦略「Europe2020」の下での産業政策における基本要素になる見込みである。 

 

 

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 

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

造的な問題は抱えていない。基本的には、同業界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る。 

機械産業の競争力課題とその対策の検討がハイレベルグループ「Engine Europe」によっ

て行われ、その後、電気電子産業のハイレベルグループ「Electra」に引き継がれ、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。また、経済危機対策として、「未

来の工場」官民イニシアティブ（PPP）が打ち出され、機械産業の長期的な競争力強化に資

する取り組みとして注目されている。 

 

２．電気電子機械産業 

一般機械産業同様に、電気電子機械産業も経済危機の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、その急激な落ち込み振りは特に目立っている。長期的に

は、EU 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 の上記対策が、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。 

 ハイレベルグループ「Electra」や成長を促す重要実現技術（KET）などの取り組みを通
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じ、同産業の競争力強化政策の枠組みとして、エネルギー効率の向上、将来をリードする

イノベーション市場の創出と支援、効率的で効力のある規制枠組みの策定、の 3 つが重視

されるようになった。特に、各産業界におけるエネルギー効率化を目的とした取り組みが

今後も世界的に強まることが見込まれ、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考えられている。 

 

３．自動車産業 

信用販売に依存する自動車産業も、経済危機で深刻な影響を受けた。乗用車よりも商用

車部門（バン、トラック、バスなど）の販売不振が目立つ。この結果、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。加

盟国政府は、スクラップインセンティブなどの施策により市場需要の下支えに取り組んで

きたものの、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ていない。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電気自動車や燃料電池などの「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、深刻な過剰生産能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。 

 競争力強化政策の枠組みとして、戦略策定のためのハイレベルグループの「CARS21」の

提言に基づく規制の簡素化、安全、環境、雇用、貿易に関する動きが注目される。また、

研究開発とイノベーションのための官民イニシアティブ（PPP）「グリーンカーイニシアテ

ィブ」や、低炭素環境対応車両の開発に向けた戦略として 近打ち出された行動計画「ク

リーンでエネルギー効率性に優れた車両」も欧州自動車産業の競争力を大きく左右するも

のとみられる。 

 

４．ICT 産業 

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、

半導体機器メーカーは大幅な需要減に直面し、半導体生産は 2008 年末から 2009 年前半に

かけて急激に落ち込んだ。ICT の製造とサービスのシェアは、アジア諸国が大きくなって

いる。 
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経済危機により、ビジネスモデルが変化しており、中でも製造部門では合併や買収など

の新たな波が生まれている。こうした製造部門の変化は、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と考えられ、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。 

EU ならびに加盟国政府の多くは、ICT 関連の長期的投資を促す刺激策を展開し、危機下

の ICT 業界を直接間接的に支えてきた。ブロードバンドに対する直接的な投資の他、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 産業の成長を支援する政策

が数多く打ち出されている。特にグリーン ICT に関する戦略が気候変動対策、高技能職の

創出などに貢献すると同時に経済成長を後押しするとして注目されている。研究開発とイ

ノベーションも、特にスマートインフラの構築及び実施・展開に関した分野に重点が置か

れている。 

 

 

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 

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

保に向けた戦略的取り組みが注目されている。EU の政策枠組みとなる「原材料イニシアテ

ィブ」が取り組みの柱となり、国際市場への公平なアクセス、域内からの持続可能な資源

供給強化、代替材料開発なども含めた域内での資源利用の効率化とリサイクル促進が今後

さらに進んでいくものとみられている。 

 

 

結びに代えて 

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に直面する主要機械産業に

おいては様々な影響や対応がみられる。業界毎の違いもあるが、欧州機械産業全体が直面

する共通課題をまとめれば、以下の通りである。 

 

 （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 
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 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 

 

これらの課題を踏まえ、2010 年に入り、EU の新たな産業競争力強化戦略「Europe2020」が

打ち出され、以下のような特徴を持つ競争力手法が今後さらに強化されると見込まれる。 

 

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する。 

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図る。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る。 

⑤ 規制により、長期的にはコストの削減あるいは競争力強化を導く。 

⑥ 強固な規制枠組みの構築によりビジネスリスクを減らし、予見性のある企業環境

を創出し企業活動を促進する。EU の環境エネルギー目標「20・20・20」の達成及

び低炭素経済社会への移行を、機械産業のクリーンテクノロジー支援によって実

現する。 

⑦ 環境保全や安全性そのものを、経済全体の競争力のインフラとして機能させてい

く。 
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       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

http://ringring-keirin.jp 
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